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案内

催し・講座

募集

ｃ ｏ ｎｔｅｎ ｔｓ

1 東日本大震災に伴う民間住宅家賃の助成について
8 2012みやざきフェニックス・リーグが開催
16 平成２４年度（第４回）西都市
骨粗鬆症検診はお済みですか
9 家族介護者のつどい参加者募集
協働のまちづくり奨励賞 募集のお知らせ
2 小学生のインフルエンザ予防接種費用の助成について
「布ぞうりづくり体験教室」のお知らせ
17 「第７回わけもんの主張」参加者募集
高齢者インフルエンザ予防接種を実施します
『街なか美術館』作品展示のお知らせ
「にっぽん縦断こころ旅」へのお手紙募集
自転車再生事業のお知らせ
10 伊東マンショ没後４００年記念
新田原基地モニター募集について
3 ポリオワクチンの予防接種について
西都イタリアンフェア開催
相談
市県民税の寄附金控除の対象拡大について
宮崎県障がい者スポーツ教室開催
18 行政相談所をご存知ですか
4 咲かそう、広げよう、菜の花キャンペーン in 2012
ピヨピヨ学級（離乳食講座）
法務局・人権擁護委員による
市有地を競売します
11 第３回“さいとマルシェ 秋の文化祭”
『人権・なやみごと相談所』を開設します
「東日本大震災義援金」募集期間の延長について
「献血」にご協力ください
その他
農用地利用計画変更申請の受け付け
「みやざき中山間シンポジウム2012」開催
18 地域安全ニュース
5 中小企業退職金共済制度加入促進補助金のご案内 12 ネットショップ講座受講者募集
19 西都市地域子育て支援センターつばさ館
浄化槽の維持管理はお済みですか
西都市児童館
募集
１０月は土地月間です
12 西都市次世代育成支援対策地域協議会
6 就学時健康診断について
及び西都市未来みやざき子育て県民運動
西都市障害者虐待防止センター設置のお知らせ
推進協議会委員募集について
2013年度版県民手帳販売店について
13 第26回 西都古墳まつりの各種募集について
7 平成２４年度 後期技能検定試験が実施されます
14 平成２４年度 西都市働く婦人の家
受講生募集のお知らせ
催し・講座
7 青年就農給付金（経営開始型）
15 西都市働く婦人の家 指導員募集
追加要望に係る説明会の開催について
介護認定調査員の募集について

■読み終わったら、日付と名前を書いてすぐに回しましょう。
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＊お知らせは市ホームページでも閲覧できます。

URL･･･http://www.city.saito.miyazaki.jp
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案内

東日本大震災に
東日本大震災に伴う民間住宅家賃の
民間住宅家賃の助成について
助成について
東日本大震災の被災者等を支援するため、岩手県
岩手県、宮城県
福島県のいずれかから西都市に転入し民間賃貸住宅へ入居されている方に対して、家賃の
岩手県 宮城県又は福島県
宮城県
福島県
一部を助成します。下記の対象要件に該当する方で家賃助成の交付を希望される方は、下記によりお申込みください。
【対 象 要 件】 次に掲げる要件の全てを満たす方が対象となります。
① 平成23年３月11日現在、岩手県、宮城県又は福島県のいずれかに住所を有していた方
② 西都市内の民間賃貸住宅の所有者又は管理者と賃貸借契約を締結し、家賃月額６万円以下の民間賃貸住宅に居住している方
③ 契約者及び同居者が、西都市内に他の住宅を所有、又は借用していない方
【助 成 金】 助成金の月額は、家賃月額の２分の１の額（上限15,000円）
【申込み方法】 市役所総合政策課に備え付けてある申請書に、戸籍の附票※と民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写しを添えて提出してください。
※戸籍の附票には、平成23年３月11日現在の住所が記載されていること。
本籍地の市町村（郵送等により）から取り寄せていただくことになります。
【お申込み・お問合せ先】総合政策課企画政策係 ４３－０３８０
（文書取扱：総合政策課）

骨粗鬆症検診はお
骨粗鬆症検診はお済
はお済みですか

～４０歳・４５歳
４５歳・５０歳
５０歳・５５歳
５５歳・６０歳
６０歳・６５歳
６５歳・７０歳
７０歳の女性のみなさんへ
女性のみなさんへ～
のみなさんへ～

西都市では、上記の年齢の女性を対象に骨粗鬆症検診を実施しています。４月から７月までに７１名の方が骨粗鬆症検診を受診してくださいました。
女性は男性と比べてもともと骨量が少なめです。また閉経前後を境目に女性ホルモンの減少に伴い「カルシウムの吸収率」が低下します。そのため女性
は４０歳代から骨量が減少し始め「骨粗鬆症」が発生するといわれています。
ぜひ、この機会に検診をうけて、ご自身の骨の状態を確認しましょう。同時に食生活や運動など生活習慣を見直し、骨粗鬆症を予防しましょう！
【対象者】40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の女性（※年度年齢：平成24年4月1日～平成25年3月31日までに上記の年齢を迎えられる方）
【実施期間】平成25年2月28日まで 【検診日】随時（各医療機関診療日の診療時間内）
【検診料】５００円程度 ※市民税非課税世帯、生活保護世帯の方は無料です。（証明書が必要です。）
※国民健康保険に加入されている方は２５０円の補助があります。検診時に保険証をご持参ください。
【申し込み方法】下記の指定医療機関に直接お申し込みください。
上野医院
上山医院
大塚病院
≪ 受診者の声 ≫
44434344-5100
43-1129
43-0016
●自分は大丈夫と思っていましたが骨量が少なくびっくりしました。（５０代）
児玉内科ｸ
三財病院
図師医院
児玉内科ｸﾘﾆｯｸ
43444343-1777
44-5221
43-0055
●検診を受けて食事に気を付けるようになりました。苦手な牛乳も飲むようにな
すぎお医院
鶴田ｸﾘﾆｯｸ
水田内科医院
すぎお医院
鶴田ｸﾘﾆｯｸ
りました。（６０代）
41424341-1177
42-3741
43-1115
（文書取扱：健康管理課健康推進係）

小学生のインフルエンザ
小学生のインフルエンザ
予防接種費用の
予防接種費用の助成について
助成について
西都市内に住民登録のある小学生のお子さんがインフルエンザワクチン
を任意に接種される場合1回につき1,250円の助成があります。
説明書及び申請書は各小学校を通じて配布いたします。
市外の小学校に通学している方は、健康管理課までお問い合わせくださ
い。
【接種時期】10月1日から平成25年1月31日まで
※2～4週間の間隔をあけて、2回接種します。
※1回目は平成24年12月31日までに接種してください。
【助成を受けることができる医療機関】
いわみ小児科医院・とめもり小児科・上野医院（要予約）・上山医院・
大塚病院・図師医院・黒木胃腸科医院・富田医院・児玉内科クリニック・
東米良診療所・水田内科医院（小学4年生以上）・三財病院
※上記以外の医療機関で接種した場合は助成の対象になりません。
※予約が必要な場合がありますので各医療機関にお問い合わせください。

高齢者インフルエンザ
高齢者インフルエンザ予防接種
インフルエンザ予防接種を
予防接種を実施します
実施します
【対象者】①又は②であり、接種日に西都市に住民票がある人
①65歳以上（65歳の誕生日の1日前から）の人
②60歳以上（60歳の誕生日の1日前から）65歳未満（65歳の誕生日の2日
前まで）の人で心臓・腎臓・呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルス
による免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいのある方
【期間】10月1日（月）～平成25年1月31日（木）まで
【料金】1,000円（生活保護世帯は無料。証明書を提出ください）
【場所】三財病院、いわみ小児科、上野医院、上山医院、東米良診療所、
宇和田胃腸科内科、大塚病院、黒木胃腸科医院、佐藤クリニック、
児玉内科クリニック、図師医院、鶴田クリニック、すぎお医院、
富田医院、とめもり小児科、西都病院、水田内科医院、西都児湯
医療センター、鶴田病院（入院患者のみ）
※予約をお願いします。（市外の医療機関でも受けられます）
●予防接種は、体調の良い日に、医療機関で渡される説明書をよく読んで
注意事項等を確認し、医師の診察を受けてから接種しましょう。
●ワクチンが十分な効果を維持する期間は、接種後約2週間後頃から約５か
月間なので、流行前の１２月までに接種すると効果的です。
●高齢者以外の年齢で、インフルエンザの予防接種を希望される方は、直
接各医療機関に料金等の確認をしてください。
（文書取扱・問い合わせ先：健康管理課健康推進係

（文書取扱：健康管理課健康推進係 ４３－１１４６）

４３－１１４６）

自転車再生事業のお
自転車再生事業のお知
のお知らせ ～不要な
不要な自転車はありませんか
自転車はありませんか～
はありませんか～
まちなかエイドステーションでは不要になった自転車を再生して観光レンタサイクルに活用する事業に取り組んでいます。
ご自宅で不要になった自転車がありましたら下記へお問い合わせください。対象の自転車が再生できるかどうかエイドステーションで調査をさせていた
だき、再生可能と判断された場合は自転車を引き取ります。引き取りに係る費用は無料です。破損・老朽化の著しい自転車は引き取りできない場合があり
ますのでご留意ください。
＜お問い合わせ先＞ まちなかエイドステーション（担当：菅原） ＴＥＬ／ＦＡＸ：４３－２３５５
（文書取扱：商工観光課）
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ポリオワクチンの予防接
ポリオワクチンの予防接種
予防接種について
平成２４年９月から不活化ポリオワクチンが導入されました。
生後３か月を迎えたら、３種混合と不活化ポリオワクチンの予防接種を
受けましょう。
定期の予防接種になりますので、接種費用は対象年齢の方は無料です。
※実施医療機関について…他の定期予防接種同様、市外にかかりつけ医が
ある場合は、市外においてもポリオワクチンの
接種を受けることができるようになりました。
【対象年齢】
対象年齢】生後３
生後３か月から生後
から生後９０
生後９０か
９０か月(７歳６か月)
標準的な接種年齢
回数
１期 初回 生後３か月から１２か月 ３回(２０日以上の間隔をおいて)
１期 追加 初回接種終了後６か月以 １回
上の間隔をおく
■接種方法が
接種方法が変わります
生ポリオワクチンは経口接種（口から飲む）でしたが、不活化ポリオ
ワクチンは皮下接種（皮下に注射）となります
■４回（初回３
初回３回、追加１
追加１回）の接種が
接種が必要です
必要です
■通年で
通年で接種できるようになります
接種できるようになります
【実施医療機関】
実施医療機関】
いわみ小児科医院
いわみ小児科医院、
小児科医院、とめもり小児科
とめもり小児科および
小児科および市外
および市外のかかりつけ
市外のかかりつけ医
のかかりつけ医
【接種上の
接種上の注意】
注意】
1.生
1.生ポリオワクチンをすでに2
ポリオワクチンをすでに2回接種された
回接種された方
された方は、不活化ポリオワクチン
不活化ポリオワクチン
の追加接種は
追加接種は不要です
不要です。
。
です
2.不活化
2.不活化ポリオワクチン
不活化ポリオワクチン導
ポリオワクチン導入前に
入前に1回目の
回目の生ポリオワクチンを接種
ポリオワクチンを接種した
接種した
方は、２回目以降は
回目以降は不活化ポリオワクチンを
不活化ポリオワクチンを３
ポリオワクチンを３回接種することになり
回接種することになり
ます。
ます。
（文書取扱・お問合せ先：健康管理課健康推進係

４３－１１４６）

３

案内

市県民税の
市県民税の寄附金控除の
寄附金控除の対象拡大について
対象拡大について
平成２０年度税制改正により、地域に密着した民間公益活動や寄附文化
の促進を図る観点から、所得税で寄附金控除の対象となっている寄附金
（国、政党等に対する寄附金は除きます。）のうち、都道府県または市区
町村が条例で指定した寄附金については、個人住民税の寄附金税額控除の
対象とする制度が創設されました。
宮崎県が平成２４年３月に条例を改正し、県民税の寄附金税額控除の対
象となる寄附金について指定をしたので、市においても同様に条例の改正
を行いました。
平成２４年１月１日以降に支払った寄附金から対象となり、申告により
平成２５年度の市県民税から控除が適用されます。
なお、制度の概要、条例指定の範囲（対象法人・団体）、手続き等につ
きましては、宮崎県のホームページを参照して下さい。
●市県民税寄附金税額控除の対象となる寄附金
※今回、④と⑤が追加になりました。
①都道府県又は市区町村に対する寄附金（特別な利益が寄附した納税義
務者に及ぶものを除く。）
②宮崎県共同募金会に対する寄附金（総務大臣の承認を受けたもの等に
限る。）
③日本赤十字社宮崎県支部に対する寄附金（総務大臣の承認を受けたも
のに限る。）
④所得税の寄附金控除の適用対象となる寄附金（国、政党等への寄附金
を除く。）のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として宮崎県
又は西都市の条例で定めるもの
⑤ＮＰＯ法人に対する当該法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連
する寄附金のうち、宮崎県又は西都市の条例で定めるもの（特別の利
益が寄附をした納税義務者に及ぶと認められるものを除く。）
（文書取扱・問い合わせ先：税務課市民税係 ３２－１００９）

咲かそう、
かそう、広げよう、
げよう、菜の花キャンペーン in 2012
菜の花は、見て楽しみ、油になって料理を引き立て、廃食油は新エネルギー（燃料）に変換出来る循環サイクルの優等生です。ご自宅の庭、空き地、休
耕地にナタネを蒔いて、来年春は黄色い菜の花を観て楽しみませんか。エコライフ・西都では、ナタネ種子を無料で提供いたします。種子は菜種油で使う
と健康に良い「ななしきぶ」です。生育方法に関しては受渡会場で配布しますチラシをご覧下さい。
◎種子の提供：先着１００名様まで無料
◎提供期間：１０月１日～１０月３１日（※土日、祭日を除く） ◎受取時間：９：００～１７：００
◎受渡会場：西都市観光協会（市役所北側）：４１－１５５７ ◎受取条件：氏名、住所、ナタネを育てる場所の記入
【主催】ＮＰＯ法人エコライフ・西都（事務局：080-5536-9799） 【後援】西都市観光協会
（文書取扱：市民協働推進課）

「東日本大震災義援金」
東日本大震災義援金」募集期間の
募集期間の延長について
延長について

市有地を
市有地を競売します
競売します
下記物件を一般競争入札により競売します。
入札参加を希望される方は、申し込みをしてください。
なお、入札参加申込資格など詳細については西都市役所情報コーナー、
西都市ホームページ(入札・契約情報)をご覧ください。
【競売物件】西都市大字南方2349番地外１筆（市営立野住宅跡地）
宅地 2,385．79㎡
【競売物件の用途条件】住宅用途とすること。
【入札期日・場所】10月30日(火) 13時10分
西都市コミュニティセンター ２階 図書室
【申込期間】10月2日(火)～10月22日(月)の午前9時から午後5時まで
※ただし、正午から午後1時及び土日・祝日は除く。
【受付場所】財政課契約管財係(本庁舎3階)
(文書取扱：財政課契約管財係 ４３－０３７７)

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災から1年以上経過し、震災
の記憶が徐々に風化しつつある現在も支援を必要とされている方が数多く
いらっしゃいます。
日本赤十字社における義援金の募集期間が延長となりました。西都市も
引き続き支援に取り組んでいきます。市民の皆様のご協力をよろしくお願
いいたします。
１．受付期間
平成２５
平成２５年
２５年３月３１日
３１日（日）まで
※義援金の受付期間が延長されました。
２．義援金箱設置場所 市民情報コーナー、福祉事務所
※ 義援金額

4,063,812円（H24.8.31現在累計額）

（文書取扱・問い合わせ：福祉事務所高齢者福祉係

４３－０３７６）

農用地利用計画変更申請
農用地 利用計画変更申請の
利用計画変更申請 の 受け付け
農業振興地域整備計画における農用地区域(青地)の個別見直しの平成２４年度第２回受け付けは 、 １０月２３日(火)までとなっております 。
農用地区域の個別見直しとは、農用地を住宅など農業用施設以外で利用する計画があるため、青地からの除外するもの（①）や農用地に畜舎
などの農業用施設（一定規模以上のもの）を建設する計画があるため、用途区分の変更をするもの（②）があります。
①の除外及び②の用途区分の変更をするためには要件が決められており、その要件をすべて満たさなければ除外及び用途区分の変更をするこ
とはできません。また、見直しが可能な場合でも、見直しにはある一定の期間を有します。計画のある方は、下記までご相談ください。
（文書取扱・問い合わせ：農林振興課農政企画係 ３２－１００３）
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中小企業者のみなさまへ

中小企業退職金共済制度
加入促進補助金のご
加入促進補助金のご案内
のご案内
市では、中小企業に勤める勤労者の福祉の増進及び雇用の安定並びに中
小企業の振興を図るため「西都市中小企業退職金共済制度加入促進補助金
制度」を設けています。
下記の条件を満たされる中小企業者は、平成24年度補助金の交付を受け
られますので、是非、ご利用下さい。
◎対象者（
対象者（下記の
下記の全ての条件
ての条件を
たす者）
条件を満たす者
・市内に事業所を有する中小企業退職金共済法第２条第１項に規定する中
小企業者。
・「中小企業退職金共済制度」又は「特定退職金共済制度」の共済契約を
締結している中小企業者。
・市税の滞納が無い者。
◎補助金額
(1)中小企業者が平成23年10月1日から平成24年9月30日までの間に退職金
共済契約を締結し、当該期間中に納付した当該契約の被共済者に係る掛
金が5,000円以上である当該被共済者１人当たり5,000円。
(2)中小企業者が平成22年10月1日から平成23年9月30日までの間に退職金
共済契約を締結し、当該期間中に納付した当該契約の被共済者に係る掛
金が5,000円未満である当該被共済者のうち当該掛金の額と平成23年10
月1日から平成24年9月30日までの間に納付した掛金の額とを合計した
額が5,000円以上である当該被共済者１人当たり5,000円。
◎受付期間 10月1日から平成25年3月10日まで
◎申請方法 商工観光課に申請用紙がありますのでお申し出ください。
（文書取扱・問い合わせ：商工観光課 ４３－３２２２）

５

案内

浄化槽の
浄化槽の維持管理はお
維持管理はお済
はお済みですか
浄化槽の維持管理については、以下の３つの義務があります。
①清掃
浄化槽内にたまった汚泥などの除去や機器類の清掃などを行います。
西都市の許可を受けた業者に依頼してください。
②保守点検
浄化槽が正しく働くために、機器の点検や補修、水質検査や消毒液の補
充等を行います。宮崎県知事の登録を受けた業者に依頼してください。
③法定検査
浄化槽の清掃と保守点検がきちんと行われ、浄化槽が正しく機能してい
るかの確認を行います。宮崎県知事指定の業者に依頼してください。
【お問い合わせ先】高鍋保健所 ２２－１３３０
西都市生活環境課 ４３－３４８５
（文書取扱：生活環境課）

１０月
１０ 月 は 土地月間です
土地月間 です
国土利用計画法では、一定面積以上の土地売買などを行った場合、土地
の権利取得者は契約日から起算して２週間以内に土地の所在する市町村長
を経由して知事に届け出ることが義務づけられています。(山林等も届出の
対象です)。
～届出が必要な土地の面積～
１ 都市計画区域
５，０００㎡以上
２ 都市計画区域外
１０，０００㎡以上
※同時または前後して取得する土地の合計面積が上記を超える場
合も届出が必要です。
●土地の有効利用の実現のため、皆様のご理解とご協力をお願いしま
す。
●届出制度についてのお問い合わせは、
総合政策課企画政策係(４３－０３８０)まで。
（文書取扱：総合政策課）

就学時健康診断について
就学時健康診断について
就学時健康診断を学校保健安全法に基づき、下記のとおり実施します。この健康診断は、小学校への就学に際し、入学前に心身の状況を把握するために
実施するもので、必ず受診してください。
【対象者】平成
平成１８
平成１８年
１８年４月２日から平成
から平成１９
平成１９年
１９年４月１日に生まれた子
まれた子ども（
ども（平成２５
平成２５年
２５年４月小学校入学予定者）
月小学校入学予定者）
【日 程】
入学予定の小学校
月日（曜）
受付時間
開始予定時間
受付場所
妻南小

10月10日（水）

13：00～13：20（予定）

13：30～（予定）

妻南小学校

妻北小

10月12日（金）

13：00～13：20（予定）

13：30～（予定）

妻北小学校

穂北小、茶臼原小、銀上小

10月16日（火）

13：30～13：50（予定）

14：00～（予定）

穂北小学校

三財小、三納小、都於郡小、山田分校

10月18日（木）

13：30～13：50（予定）

14：00～（予定）

三財小学校

【その他】不明な点がありましたら学校教育課におたずねください。
（文書取扱・問合わせ先：学校教育課 ４３－３４３８）

西都市障がい
西都市障がい者虐待防止
がい者虐待防止センター
者虐待防止センター
設置のお
設置のお知
のお知らせ
障がい者虐待の未然防止や虐待が発生した場合に迅速な対応ができるよ
う市及び障がい福祉サービス事業所等が連携を図り、障がい者福祉の向上
を図ることを目的に１０月１日より障がい者虐待防止センターが設置され
ました。なお、障がい者の虐待や養護者の支援に関する相談、通報、お問
い合わせは下記のとおりです。
●日中（８時３０分～１７時１５分）
西都市障がい者虐待防止センター（西都市福祉事務所障害福祉係）
ＴＥＬ：４３－１２０６ ＦＡＸ：４１－１６７８
●休日夜間 西都市役所
ＴＥＬ：４３－１１１１
（福祉事務所障害福祉係）

Information

2013年度版県民手帳販売店
2013年度版県民手帳販売店について
年度版県民手帳販売店について
2013年度版県民手帳が10月上旬より販売されます。
これまでは宮崎県統計協会が発行・販売していましたが、今年度より販
売業務は民間業者が行うことになりました。
西都市内での販売店を掲載いたしますので、下記の販売店にてお買い求
めくださいますようお願いいたします。
【販売開始】 2012年10月上旬～
【販売金額】 1冊500円
【販売店舗】 明林堂書店西都店／食鮮館cook／フレンド山崎
セブン-イレブン各店舗
※市では手帳の取扱いは行っておりませんのでご了承ください。
（文書取扱・お問合せ先：総合政策課情報政策係 ４３－０３８０）
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平成２４
平成２４年度
２４年度 後期技能検定試験が
後期技能検定試験が実施されます
実施されます
１． 受験申請受付 １０月１日(月)～１０月１２日(金) ※当日消印有効
２． 実施職種及び
実施職種及び等級
さく井、鋳造、機械検査、機械保全、電気機器組立て、半導体製
品製造、自動販売機調整、空気圧装置組立て、縫製機械整備、農
1級・2級 業機械整備、冷凍空気調和機器施工、婦人子供服製造、紳士服製
造、和裁、建築大工、かわらぶき、配管、型枠施工、鉄筋施工、
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送施工、防水施工、ｶﾞﾗｽ施工、機械・ﾌﾟﾗﾝﾄ製図、塗装
機械加工、機械検査、電気機器組立て、冷凍空気調和機器施工、
3級
和裁、建築大工、配管、機械ﾌﾟﾗﾝﾄ製図
単一等級 樹脂接着剤注入施工
鋳造、金属熱処理、機械加工、放電加工、金型製作、金属ﾌﾟﾚｽ
加工、工場板金、めっき、仕上げ、機械検査、ﾀﾞｲｶｽﾄ、機械保全、
電子機器組立て、電気機器組立て、半導体製品製造、ﾌﾟﾘﾝﾄ配線
特級
板製造、自動販売機調整、光学機器製造、内燃機関組立て、空気
圧装置組立て、油圧装置調整、建設機械整備、婦人子供服製造、
紳士服製造、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ成形、ﾊﾟﾝ製造
３． 受験資格 等級・職種により要件が異なるので、下記の宮崎県職業能
力開発協会へご確認ください。なお、西都市役所の情報コー
ナー・商工観光課でも、受験案内及び受験申請書を配布し
ています。
４． 試験の
試験の実施等 技能試験及び学科試験
※実施日は１２月下旬から平成２５年２月１７日（日）
までの間で別途指定されます。
５． 受験手数料
実技試験…１６，５００円（職種等により異なります。）
学科試験…３，１００円
６． 合格発表 平成２５年３月１５日（金）
７． 受験申込・問い合わせ先
わせ先 〒889-2155 宮崎市学園木花台西 2 丁目 4-3
宮崎県職業能力開発協会 技能検定課（０９８５－５８－１５７０）
（文書取扱：商工観光課商工振興係）
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青年就農給付金（
青年就農給付金（経営開始型）
経営開始型）
追加要望に
追加要望に係る説明会の
説明会の開催について
開催について
青年就農給付金（経営開始型）について、追加要望を受け付けることと
なりましたので説明会を開催いたします。新規で農業を開始された方で受
給をお考えの方は、必ずご参加いただきますようお願いいたします。
日時：第１回 １０月１６日（火） １９：００～
第２回 １０月１７日（水） １９：００～
（第１回、第２回ともに内容は同じです。）
場所：西都市コミュニティーセンター ２Ｆ 図書室
◇受給要件は以下のとおりです。ご確認の上、ご参加ください。
なお、受給対象者は予算の範囲内で決定しますので、すべての方が受給
できるとは限りません。あらかじめご了承ください。
[受給要件]
ア．平成２０年４月以降に４５歳未満で独立した農業経営を開始した方。
※ただし、親等の経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業
経営に従事してから５年以内に農業経営を開始していること。
イ．４５歳未満で独立した農業経営を開始する予定のある方。
ウ．本人名義の農地、本人名義で借地した農地で経営を行っている方。
※ただし、親族（姻族を含む三親等以内）からの借地については、別途
要件があります。
エ．独立した農業経営の経営主と認められる方。
①本人名義で生産物の出荷・取引、生産資材等の取引をしていること。
②本人名義の通帳・帳簿で、経営収支を管理していること。
③本人名義で施設や機械を所有又は借用していること。
④農業経営の決定権を有していること。
オ．市の指示に従い、就農状況の報告、必要書類の提出ができる方。
※この他、詳細につきましては、説明会でご案内いたします。
（文書取扱・問い合わせ：農林振興課農畜産係 ３２－１００４）

10月
10月８日（月祝）～
月祝）～29
）～29日
29日（月） 2012みやざきフェニックス・リーグが
2012みやざきフェニックス・リーグが開催
みやざきフェニックス・リーグが開催
■西都原運動公園野球場の
西都原運動公園野球場の試合スケジュール
試合スケジュール■
スケジュール■
今年もいよいよ「みやざきフェニックス・リーグ」（秋季教育リー
グ）が開催されます。プロ野球ファームシーズンが終了した10月に行わ
れ、主に若手選手の育成・強化を目的に行われるこのリーグ。今年は国
内のプロ野球12球団に加えて、韓国プロ野球チーム３球団、四国アイラ
ンドリーグplus選抜の全16球団が参加します。
宮崎・西都・日南・日向・串間市の球場で行われる全144試合のうち、
18試合が西都原運動公園野球場にて行われます。未来のスター選手を間
近で観るチャンス！観戦無料！ ぜひお気軽にご観戦下さい。

10月8日

祝

ＬＧ

-

ヤクルト

9日

火

ヤクルト

-

オリックス

10日

水

オリックス

-

ＤｅＮＡ

11日

木

ヤクルト

-

ハンファ

12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日

金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木

・・・■
■ 関 連 イ ベ ン ト ■ ふるってご参加下さい！・・・
【オープニングセレモニー】
オープニングセレモニー】 会場：西都原運動公園野球場
１０月８日（月祝） １２時２０分～
【サイン会
サイン会】 会場：西都原運動公園野球場西側通路
１０月１４日（日） １１時１５分～（１５分程度）
１０月２１日（日） １１時１５分～（１５分程度）
【少年野球教室】
少年野球教室】 会場：西都原運動公園陸上競技場
１０月２１日（日） １６時頃（予定）

練習日（予備日）
斗山
ソフトバンク
四国ＩＬ
ヤクルト
斗山
阪神
中日
ヤクルト
練習日（予備日）
ヤクルト
ＬＧ
阪神
ヤクルト
ヤクルト
四国ＩＬ
ソフトバンク
ヤクルト
練習日（予備日）
ハンファ
ヤクルト
ヤクルト
四国ＩＬ
ハンファ
ＤｅＮＡ

26日
金
練習日（予備日）
※上記のイベントは試合状況や天候等により中止・変更になる場合があり
27日
土
ヤクルト
ソフトバンク
ますので、詳しくは下記までお問合せ下さい
28日
日
オリックス
ヤクルト
【問合せ先】
29日
月
ヤクルト
中日
ヤクルトスワローズ等協力部会事務局
★全試合１２時３０分よりプレイボール★
スポーツ振興課スポーツランド推進係 ４３－３４７８
（文書取扱：スポーツ振興課）
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家族介護者のつどい
家族介護者のつどい参加者募集
のつどい参加者募集
家族の介護をしている方が介護の悩みを抱え込まずに話をすることで、気持ちが軽くなり、『ほっ』とするひと時を作れるような交流会を開催します。
多くの皆様のご参加をおまちしております。
【日 時】１０月２４日（水）１３：３０～（２時間程度）
【参加費】無料
【場 所】老人福祉センター（社会福祉協議会内）
【内 容】心も体もリフレッシュ
講師：橋口美恵 先生 ～今日から始める元気の出る体操～
●意見交換会
【参加対象者】●西都市内在住の要支援・要介護認定者を在宅で介護している家族および介護に興味のある方。
【その他】
●当日は会場まで１３時２０分までにお越しください。
●参加を希望される方は、１０月１９日までに直接電話でお申し込みください。
●室内で裸足で出来る体操です。運動の出来る服装で参加してください。
【お問い合わせ先】 西都市地域包括支援センター ４１―０５１１（担当：菊池・緒方）
（文書取扱：健康管理課介護保険係）
－さいと匠の会１０月活動－

「布ぞうりづくり体験教室
ぞうりづくり体験教室」
体験教室」のお知
のお知らせ
さいと匠の会１０月の活動は、毎回、好評の「布ぞうり」の製作体験で
す。“藁”の代わりに“布”で作る「布ぞうり」は、履き心地が良く室内
履きに最適です。さいと匠の会の会員が、物づくりの“知恵”と“技術”
と“楽しさ”を伝えます。どうぞ気軽にご参加ください。
●日

時 １０月２０日（土）１０：００～１５：００
※１２:００～１３:００は休憩
※製作には３時間程かかります。
●定 員 ２０名程度
●会 場 平助通りの「生きがい交流広場」
●対象者 どなたでも参加できます。
●材 料 １メートル×２メートルの布を２枚ご用意ください。
（ある程度厚みのある布で作ると楽です。）
●申込み １０月１６日（火）までに下記までご連絡ください。
【申込み・お問い合わせ】商工観光課商工振興係 ４３－３２２２
（文書取扱：商工観光課商工振興係）

『街なか美術館
なか美術館』
美術館』作品展示のお
作品展示のお知
のお知らせ
西都商工会議所では西都市の行事・名所・人物をテーマに市内各小学校
の児童のみなさんに『絵画』を募集したところ、１３４点の作品が集まり
ました。
出展された作品は市内中心商店街の各お店で展示されています。家族、
お友達を誘って西都芸術の秋を感じに市内中心商店街へ出掛けてみません
か。
●展示期間 １０月１日（月）～１０月３１日（水）
●展示場所 西都市内中心商店街の各参加店舗
※優秀作品はショッピングセンターパオで展示しています。
※１０月１６日に展示される絵が入れ替わりますので、そちらも是非ご
覧ください。
【主催】西都商工会議所 【後援】西都市・西都市教育委員会
【お問合せ先】西都商工会議所（４３－２１１１）
（文書取扱：商工観光課）

宮崎県口蹄疫復興対策運用型ファンド事業
西都市口蹄疫復興まちなかイベント

宮崎県障がい
宮崎県障がい者
がい者スポーツ教室開催
スポーツ教室開催

伊東マンショ
伊東マンショ没後
マンショ没後４００
没後４００年記念
４００年記念
西都イタリアンフェア
西都イタリアンフェア開催
イタリアンフェア開催
食のイタリアンフェア
【日時】１１月１０日（土）17：00～20：00
【場所】西都市小野崎通り あいそめ広場
【内容】東京銀座「リストランテ・シルベラード」総料理長 中原
弘光氏（宮崎市出身）プロデュースのイタリア料理と地元料理人に
よる創作料理が堪能出来ます。ぜひ会場に足をお運び下さい。
※１食1,000円(限定1,000食)で販売(前売券500食・当日券先着500食)
前売券は１０月初旬より販売開始
【販売場所】西都商工会議所他

マンショ窯
マンショ窯を使った子供
った子供ピザ
子供ピザ教室
ピザ教室
【日時】１１月１０日（土）11：00～13：00
【場所】西都市小野崎通り あいそめ広場
【参加費】 ５００円（子供のみ・限定100名まで）
※予約受付ではありませんので、直接会場へお越し下さい。
伊東マンショやイタリアにちなんだ
伊東マンショやイタリアにちなんだ商品
マンショやイタリアにちなんだ商品を
商品を販売！！
販売！！
【期間】１１月２日（金）～１１月１１日（日）
西都市内のお店で販売！！
※店舗名など詳細につきましてはお問合わせ下さい
☆期間中あいそめ
期間中あいそめ広場
あいそめ広場に
広場に「伊東マンショ
伊東マンショ巨大
マンショ巨大アート
巨大アート」
アート」出現！
出現！
【お問合せ先】西都商工会議所 ４３－２１１１
（文書取扱：商工観光課）

Information

「宮崎県障がい者スポーツ教室」が下記のとおり開催されます。このスポ
ーツ教室は、日常生活の中で実践できる障がい者のスポーツ・レクリエー
ション活動の普及と充実発展を図り、障がい者の体力維持増進に寄与する
ことを目的としています。
【日
時】１１月１０日（土）
午後1時３０分～午後３時３０分まで
【場
所】西都市勤労青少年ホーム
【実施種目】
●カローリング・・・ジェットローラ4個を使用し、９ｍ先のポイントゾ
ーンに向けて得点を競う競技です。
●スカットボール・・ボールをスタートラインからスティックで打ち、
得点ホールに入れ得点を競う競技です。
【その他】運動のしやすい服装で、体育館シューズをご持参ください。
【申込締切】１０月２９日（月） ※電話でお申し込みください。
（文書取扱・申込先：福祉事務所障害福祉係４３－１２０６）

ピヨピヨ学級
ピヨピヨ学級（
学級（離乳食講座）
離乳食講座）
おっぱいやミルクしか飲めなかった赤ちゃんが、パパ・ママとほぼ同じ
ものを食べるための練習…それが離乳食です。無理のないペースでお食事
の楽しさを教えてあげましょう。
離乳食の進め方がわからない、どのくらいの量をあげていいかわからな
い、などのお悩みをお持ちの保護者の方、ぜひご参加ください。
★日時：１１月２日（金）午前10:00～12:00（受付9時45分～）
★場所：西都市児童館 ★持参する物：母子手帳、お子さんの飲み物
★対象：生後3か月～1歳3か月児及び保護者（定員15組）
★内容：栄養士による離乳食のはなし、身長・体重計測(希望者のみ)
離乳食づくりの実演・離乳食の試食、保健・栄養の個別相談
※必ず、申し込みが必要です。参加希望の方は１０月２６日（金）までに
健康管理課（４３－１１４６）までお電話ください。
（文書取扱：健康管理課健康推進係）
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第３回“さいとマルシェ 秋の文化祭”
文化祭”
『本物志向』をコンセプトに、美味しくて新鮮な西都採れの野菜やそれ
らの食材を使った加工品・料理等、自慢の逸品が集まります。
今回は、『秋の文化祭』として市内の文化事業愛好家による発表会も同
時開催されます。大好評のピザ釜体験もあり、楽しさ満載です。
ぜひ、一度足を運んでみて下さい。
【会場】コミュニティプラザパオ横 あいそめ広場
【日時】１０月２０日（土曜日）
マルシェ販売時間：午前１０時から午後４時まで
『秋の文化祭』：午前１１時から正午まで
～マルシェとは？～
フランス語で「市場」の意味。西都市で生産される農産物・農産加工品等
の魅力を高め、新たな販路として生産者が消費者と触れ合いながら販売で
きる場を創出し、農業の活性化と市街地活性化を目指す事業です。
＜お問い合わせ先＞ まちなかエイドステーション（担当：菅原）
ＴＥＬ／ＦＡＸ：４３－２３５５
（文書取扱：商工観光課）
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愛する人の「いのちと健康」を守るために

「献血」
献血」にご協力
にご協力ください
協力ください
下記の日程にて移動献血が行われます。ご協力いただいた血液は事故や
手術だけでなく、その多くはガンなどを中心とした病気治療に使われてお
ります。皆様のご協力をお願いします。
【実施日】１０月１２日（金）
【会場】西都市保健センター前
【受付時間】９：３０ ～ １２：００、１３：００ ～ １６：３０
【対象】全血献血（４００ｍｌ献血）
※４００ｍｌ献血の基準
【年齢】男性：１７～６９歳、女性：１８～６９歳
（但し６５歳以上は６０歳から６４歳までの間に献血経験のある方。）
【体重】男女ともに５０ｋｇ以上の方。【その他】体調のよろしい方等。
※なお、問診により献血ができない場合があります。
（３日以内の服薬・歯科治療・海外帰国後４週間以内の方など）。
★４００ｍｌ献血ご協力の方には粗品をお渡しいたします
★合計１５項目の血液検査結果をお知らせします。
（文書取扱・問い合わせ：福祉事務所高齢者福祉係４３－０３７６）

「みやざき中山間
みやざき中山間シンポジウム
中山間シンポジウム2012
シンポジウム2012」
2012」開催
県では、県民一人ひとりが中山間地域の抱えている課題や果たしている役割の重要性について正しく理解するとともに、中山間地域と都市住民との交
流・連携、中山間地域の経済活性化を図ることにより、持続可能な中山間地域づくりを目指す「中山間地域をみんなで支える県民運動」を推進しています。
今回、その県民運動の一環として、下記のとおり、「みやざき中山間シンポジウム2012」を開催することになりました。
◆ 日時 １０月１４日（日） １２時から１５時３０分まで（物産市は１１時から１６時まで）
◆ 場所 日向市東郷地区文化センター
◆ 内容 ○清水国明氏（タレント、作家、実業家）の基調講演等 ○県内中山間地域の物産市も同時開催
◆ 参加範囲 一般県民、「いきいき集落」等中山間地域住民、地域づくり団体等
◆ 主催 宮崎県
◆ 参加申込 当日の入場者数が多数の場合、入場数を制限する場合もありますので、事前の申し込みをお願いいたします。
【往復ハガキ】 ①代表者名②郵便番号③住所④電話番号⑤入場者数を記入の上、事務局（テレビ宮崎商事）まで郵送ください。
《事務局》テレビ宮崎商事
〒880-0032 宮崎市霧島2丁目204番地
【インターネット】 「宮崎中山間ネット」を検索のうえ、申込フォームにてお申込みください。
（文書取扱：総合政策課 ４３－０３８０）

ネットショップ講座
ネットショップ講座
受講者募集

受 講 料
テキスト代 無料

ネットショップについて、起業・開業に必要な基礎知識から、運営に必
要なノウハウ、技術的なテクニックが身に付く講座です！
パソコンを一人一台準備して、実際に自分で操作を行う、実技中心の講
座です。また、特に画像処理を重点としています。
日
時
テーマ・内容
１0月 20日
20日(土) １．インターネットビジネスの基礎知識
9:30～
２．ネットショップを成功させる運営方法
9:30～16:30
10月
１．画像編集（画像取込み、管理）
10月 27日
27日(土)
9:30～
２．写真撮影・画像編集
9:30～16:30
11月
１．ネットショップ開設準備
11月 3日(土)
9:30～
２．ネットショップ作成体験
9:30～16:30
11月
１．ネットショップ活用事例
11月 10日
10日(土)
9:30～
２．まとめ・質疑応答
9:30～16:30
【会
場】西都市コミュニティセンター
【講
師】株式会社 宮崎県ソフトウェアセンター
【定
員】２０名程度（原則、求職中の方を優先します。）
【申込方法】所定の申込書に必要事項をご記入後、下記の事務局まで郵送、
ＦＡＸ、Ｅメールまたはご持参ください。申込書については
事務局または市役所の各支所で配布しております。
【申込期間】１０月１７日（水）まで
※ご持参の場合は、月曜日から金曜日までの午前９時～
午後５時まで（祝日を除く）
＜お申し込み・お問い合わせ先＞
西都市地域雇用創造協議会事務局（担当：山﨑）
（西都市聖陵町２－１ 西都市役所３階商工観光課内）
ＴＥＬ４３－２００５
ＦＡＸ４３－２００５
Ｅメール：yamasaki@saitokoyo.jp
（文書取扱：商工観光課）

Information

西都市次世代育成支援対策地域協議会及び
西都市次世代育成支援対策地域協議会及 び 西都市
未来みやざ
未来 みやざき
子育 て 県民運動推進協議会委員募集
みやざ き 子育て
について
１ 職務の
職務の内容
西都市次世代育成支援後期行動計画の進行状況の検証及び西都市の子育
て支援施策の推進に関し、必要な提言などを行っていただきます。
※会議は市役所にて、月１回程度、平日昼間２時間程度の開催を予定して
いますが、状況により変更する場合があります。今年度は３回程度開催
します。
２ 募集人数 ２名以内
３ 任
期 委嘱状交付から１年間
４ 応募資格 以下の条件をすべて満たすこと
①西都市内に居住又は通勤・通学していること
②20 歳以上であること
③国及び地方公共団体の議員又は職員でないこと
④子育て支援施策の推進について関心があり、積極的な参画意欲が
あること
⑤平日の昼間又は夜間に開催する会議等に出席できること
５ 応募方法 応募用紙（指定用紙）に必要事項を明記し、郵送、
持参、またはＦＡＸ、Ｅメールにより応募して下さい。
６ 応募用紙の
応募用紙の入手方法
①福祉事務所（本庁舎１階）にて配布しております。
②西都市ホームページよりダウンロードできます。
７ 募集期間
10 月１日(月)から 10 月 19 日(金)まで（必着）
８ 選考方法
応募多数の場合は書類選考を行います。
９ 選考結果
応募者全員にご連絡します。
10 問い合わせ・申
わせ・申し込み先
〒881-8501 西都市聖陵町２丁目１番地 福祉事務所児童福祉係
TEL：43-0376 FAX：41-1678（代表） E-mail:fukusi@saito-city.jp
（文書取扱：福祉事務所児童福祉係）
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募集

第26回
26回 西都古墳まつりの
西都古墳まつりの各種募集
まつりの各種募集について
各種募集について
○地場産展・
地場産展・産業祭出店者の
産業祭出店者の募集について
募集について
西都古墳まつり会場で開催する「地場産展・産業祭」に出店していただける方を募
集しています。なお、詳細については西都商工会議所・三財商工会に開催要項及び申
込用紙を置いていますので御参考ください。
【日程】11月3日（土曜日）～ 4日（日曜日）
【締切】10月19日（金曜日）
【出店条件】西都商工会議所、または三財商工会の会員であること。
※名義貸しは一切認めません。
【申込先及び問合せ先】 西都商工会議所 ４３－２１１１
○たいまつ行列
たいまつ行列の
行列の一般参加者募集について
一般参加者募集について
西都古墳まつりでは、たいまつ行列に参加していただける方を募集しています。
たいまつ行列参加者は、都萬神社から記紀の道をたどりながら御陵墓前広場へ向い
ます。皆様のご参加をお待ちしています。
※今年度から参加者へ弁当の配布はありません。ご了承ください。
【日程】11月3日（土曜日）【受付時間】16時 ～ 17時30分
【集合場所】西都原御陵墓広場 受付テント
※都萬神社集合ではありませんのでご
都萬神社集合ではありませんのでご注意
ではありませんのでご注意ください
注意ください。
ください。
【行
程】18時 都萬神社出発式 ～ 20時 御陵墓前広場到着予定
【申込資格】年齢制限はありませんが、4kmの行程を自力で歩ける方。中学生以下は
保護者の参加が必要です。
【申込方法】観光協会に参加申込書がございますので必要事項を記入の上、観光協会
にFAXもしくは直接お持ち下さい。
また、観光協会のホームページ〔URL http://www.saito-kankou.com〕
からも参加申込書がダウンロードできます。
【締め切り】10月19日（金曜日）※ただし、予定定員になり次第締め切らせていただ
きます。なお、締
締め切り後の申し込みは受
みは受け付けできません。
けできません。

○たいまつ行列
たいまつ行列サポーターズの
行列サポーターズの募集
サポーターズの募集について
募集について
たいまつ行列サポーターズは、たいまつ行列が通るコース
（記紀の道～御陵墓前広場）にたいまつを持って待機し、行
列通過後に行列に加わるという新たな参加方法です。たいま
つ行列に参加すると共に、たいまつ行列を安全に運行するお
手伝いとして皆さんのお力をお貸しください。興味のある方
やご希望される方は下記までお問い合わせください。
※たいまつ行列到着後は、一般参加者と同じように炎の祭典
を近くで鑑賞することができます。
【申込先及び問合せ先】
西都古墳まつり実行委員会事務局（西都市観光協会内）
ＴＥＬ：４１－１５５７ ＦＡＸ：４１－１５５９
○西都古墳まつりスタッフの
西都古墳まつりスタッフの募集
まつりスタッフの募集について
募集について
西都古墳まつり実行委員会では、まつりを手伝って頂ける
スタッフを募集しています。西都古墳まつりに少しでも興味
のある方は下記までお問い合わせください。当日だけのボラ
ンティアも募集します。
※応募条件等は特にございませんが、未成年者は保護者の
承諾が必要になります。
※スタッフもボランティアも無給での活動となりますが、
活動に関する傷害保険やまつり当日のお弁当、古代衣装
など必要なものは事務局で準備します。
【申込先及び問合せ先】
西都古墳まつり実行委員会事務局（西都市観光協会内）
ＴＥＬ：４１－１５５７ ＦＡＸ：４１－１５５９
（文書取扱：商工観光課）

平成２４
平成２４年度
２４年度 西都市働く
西都市働く婦人の
婦人の家 受講生募集のお
受講生募集のお知
のお知らせ
西都市働く婦人の家で１１月から始まる講座の受講生を募集いたします。市内にお住まいか、勤務先のある方ならどなたでも受講できます。
知識と技術を身につけながら、友達づくり、健康づくりに挑戦してみませんか？

昼 の部

講座名

初回日

学習曜日と時間帯

フラワーアレンジ

11/10（土）

土曜日

自力整体

11/12（月）

第2・4月曜

回数

定員

5

10

8

20

13：30～15：30

14：00～15：30

内容
毎月１回、初心者にも出来るかわいいアレンジや、流行のプリザーブ
ドフラワーを使ったアレンジを自分で作れます！きれいなお花が好き
な方、ぜひ受講してみませんか？ １回につき材料費1,500円程度
健康な体づくり、食事法や普段の生活の動作行動などを少しずつ改善
し、姿勢や骨の歪みを直していきます！！また、ダイエット効果もあ
りますので、体型の気になる方おススメです。タオル、ヨガマットを
お持ちください。

夜 の部

編みぐるみ＆ニット
コサージュ作り講座

11/6（火）

毎週火曜日

19：00～21：00

10

15

ウサギさんやくまさんなど可愛い編みぐるみを作ったり、ニットコサ
ージュなど、秋のファッションには欠かせないアクセサリーなどを作
ります！初回のみ材料費無料。かぎ針５号、４号をお持ちください。

アーユルヴェーダ
インド健康料理講座

11/15（木）

11/15 （木）
12/ 6 （木） 19：00～21：00
1/17 （木）

3

10

スパイスを使って体にやさしいインド料理を作る講座です。インド料
理で体の中から元気になりましょう！！
１回につき 材料費1,000円程度

20

wordを使ってビジネス文書や年賀状の作成、図形やイラストの挿入、
配置、サイズ変更や修正などの基本操作を行います。
お申し込み時に、OSとOfficeのバージョンを確認いたします。(パソコ
ンお持ちの方) テキスト代として200円程度

楽しいパソコン講座

11/2（金）

毎週金曜日

19：00～21：00

10

※祝祭日と日程が重なった場合、日程が変更になります。
◎申 込 先
働く婦人の家の窓口で直接お申込み下さい。※直接お申込みの場合は50円切手をご持参下さい。
または往復はがきに必要事項をご記入の上、「〒881-0012 西都市小野崎1丁目66番地 西都市働く婦人の家」までご応募ください。
※往信の裏面に①希望講座名、②氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）、③住所、④電話番号、⑤年齢、⑥区分（女性労働者、主婦、その他、男性のいずれか）
をご記入下さい。※返信はがき側の裏面には何も記入しないで下さい。
◎受付期間
１０月１日（月）～１０月２６日（金）消印有効
◎受付時間
月～金：午前９時３０分～午後８時まで・土曜日：午前９時３０分～午後４時まで。（日曜・祝日は休館日）
◎受 講 料
無料。ただし1講座につき友の会費２００円を頂いております。またテキスト代・材料費は自己負担となります。
※申込者が定員に達しない時は開講できない場合もあります。又、定員を超えた場合、事務局による抽選とさせていただきます。
（文書取扱 商工観光課）

Information

14

募集

Information

西都市働く
西都市働 く 婦人の
婦人 の 家
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募集

指導員募集

西都市では、西都市働く婦人の家の管理・運営補助をお願いする指
導員を募集します。当館は市民のための福祉施設で、講座や講演会を
実施しています。募集内容は下記の通りです。

介護認定調査員の
介護認定調査員の募集について
募集について
西都市
西都市では、
では、平成２４
平成２４年
２４年１１月
１１月から採用予定
から採用予定の
採用予定の次の職員を
職員を募集します
募集します。
します。
業務内容

介護保険申請時の認定調査

募集人員

２名

任用期間

1年以内、更新あり

1.

募集期間

１０月１日（月）～１０月１２日（金）

2.

受付時間

９：００～１７：００

3.

受付場所

西都市役所商工観光課（郵送は不可です。）

募集期間

１０月１日（月）～１０月１９日（金）

4.

申込手続

履歴書に必要事項を自筆し、必ず写真を貼付のこと。

賃

基本額８５，０００円＋（２，０００円×件数）

5.

募集資格

基本的なパソコン操作ができる健康な男女。

6.

募集人員

１名

7.

面接予定日

8.

勤務条件
①名

金

勤務時間

未定（後日ご連絡いたします）
勤務日

称：西都市働く婦人の家指導員

②勤務地：西都市働く婦人の家(ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞパオ２階)

福利厚生

③業務内容：館の管理､講座生への対応､利用者友の会の活動補助等
④勤務時間・勤務体制：週休二日制の週２９時間勤務（シフト制）
※開館時間９時～２１時（土曜は１７時迄）を指導員３名で交代

応募資格

勤務していただきます。
⑤休日：日曜・祝日､土曜（土曜が出勤の場合は金曜が休みになりま
応募方法

す。）、年末年始
⑥報酬：月額121,600円（月額から保険料等が差し引かれます。）
⑦勤務期間：１１月１日～平成２５年３月３１日
9.

その他
その 他

詳細については、面接時に説明します。

【問い合わせ先
わせ先】商工観光課

４３－３２２２
（文書取扱：商工観光課）

（ただし、５年以内とします。）

午前８時３０分から午後５時までの間で１日６時間とし、
１週間につき２９時間とします。
月～金曜日
社会保険（健康保険、厚生年金保険）・労災・雇用保険・有
給休暇制度あり
パソコンによる事務及び車の運転のできる方
また、下記のいずれかの資格を持つ方は、提出する履歴書に
記載してください。
保健師・看護師・准看護師・介護支援専門員・介護福祉士・
社会福祉士・訪問介護員（実務経験あり）
市販の履歴書に写真を添付し、必要事項記載（介護認定調査
員希望と明記すること）のうえ、西都市健康管理課介護保険
係（西都市聖陵町２丁目１番地）に申し込んでください。

採用方法

面接により選考します。

問合せ先

健康管理課介護保険係 ４３－３０２４
（文書取扱：健康管理課介護保険係）

平成２４
平成２４年度
２４年度（
年度（第４回）西都市協働
西都市協働のまちづくり奨励賞
のまちづくり奨励賞 募集のお
募集のお知
のお知らせ
協働のまちづくり
協働のまちづくり奨励賞
のまちづくり奨励賞とは
奨励賞とは
地域の活性化や課題解決のため、自主的に公益的な取り組みを行ってい
る団体の中から、特に模範となる団体に対して、「西都市協働のまちづく
り奨励賞」を設け、表彰するものです。
表彰の
表彰の対象となる
対象となる団体
となる団体とは
団体とは
表彰の対象となる団体は、市内で５年以上にわたり継続して公益的な活
動を行っている公益活動団体で、今後も更なる活動の充実が期待される地
域または団体が対象となります。
＊公益活動団体とは …不特定多数の者の利益、または社会の利益につな
がる活動をしている団体
＊地域または団体とは…地域協議会・自治会組織(地縁組織団体など)・公
益法人・ＮＰＯ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体・企業などの個人ではない団体組織
選考の
選考の基準（
基準（ポイント
ポイント）
（１）公益性
…活動目的が、不特定多数の者の利益または社会の
利益につながる活動であるか。
（２）協働性・連携性…地域住民や行政、その他の団体などと積極的に協
働・連携が行われているか。
（３）先駆性・独自性…他の団体の模範となる先駆的、または、地域の特
性などを生かした独自の取り組みであるか。
（４）自主性・主体性…自主的・主体的に活動をしているか。
（５）成果・実績
…地域の課題解決等地域づくりに取り組み、地域住
民の満足度、地域社会の活性化に寄与しているか。
（６）継続性・発展性…世代間交流や人材育成に取り組むなど、一過性で
なく、今後更に継続的な活動並びに発展性が期待
できるか。
（７）熱意
…創意工夫により、多くの住民が参加できる体制づ
くりに努力するなど、活動の活性化に向けた熱意
があるか。

Information
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推薦の
推薦の方法
所定の推薦用紙に必要事項を記入し、活動を証明する資料（活動時
の写真や資料など）を添えて、市役所市民協働推進課、または、各支
所までお持ち下さるか、または、ご郵送下さい。自薦・他薦は問いま
せん。
＊推薦用紙は、市民協働推進課（南庁舎１階）、情報コーナー（市役
所本庁２階）、又は各支所にて配布しております。
＊西都市ホームページよりダウンロードできます。
推薦期間
１０月
１０月１日（月）より１１
より１１月
１１月３０日
３０日（金）まで（
まで（必着）
必着）
審査及び
審査及び結果通知
推薦者による活動内容のプレゼンテーションをしていただき、その
後、西都市市民協働推進委員会により審査基準に基づき審査します。
結果については決定後速やかに推薦者全員に通知します。
表彰の
表彰の方法
平成２５年２月中に２団体以内を表彰し、表彰状及び奨励金を贈り
ます。
問い合わせ先
わせ先 〒８８１－８５０１
西都市聖陵町２丁目１番地
西都市役所 市民協働推進課
TEL ４３－１２０４（直通）
FAX ４３－２０６７
E-mail：kyodo@saito-city.jp
（文書取扱：市民協働推進課）

募集

Information

「第７回わけもんの主張
わけもんの主張」
主張」参加者募集
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募集

～政治や選挙について
選挙について考
について考えていることを発表
えていることを発表してみませんか
発表してみませんか～
してみませんか～

「私は選挙についてこう思う」「今の政治に一言言いたい」と言うわけもんの皆さんのご応募をお待ちしています。
【応募締切】
【応募先】
応募締切】１０月
１０月３１日
３１日（水曜）
水曜）
応募先】西都市選挙管理委員会（
西都市選挙管理委員会（４３－
４３－３４１８）
３４１８）まで
１．日時
平成25年2月16日（土曜）※西都・児湯地区予選会を平成24年12月上旬に開催予定
２．会場
メディキット県民文化センター（宮崎県立芸術劇場）※西都・児湯地区予選会は新富町で開催予定
３．意見発表者 昭和58年4月2日から平成7年4月1日までに生まれた方
４．発表内容 有権者として感じた政治・選挙について、または未来の有権者として願う政治・選挙について自由に発表してください。（演題は自由）
発表に当たっては、内容を暗記せずに、原稿等を見ながら発表しても審査に影響しないこととします。
５．発表時間 １人５分程度
※詳細につきましては、右記問い合わせ先までご連絡ください。
（文書取扱・問い合わせ先：西都市選挙管理委員会４３－３４１８）

「にっぽん縦断
にっぽん縦断こころ
縦断こころ旅
こころ旅」へのお手紙
へのお手紙募集
手紙募集

新田原基地モニター
新田原基地モニター募集
モニター募集について
募集について

NHK－BSで放送中の「にっぽん縦断こころ旅」が宮崎県にやってきます。
「にっぽん縦断こころ旅」は、俳優の火野正平さんが旅人となり、皆様
から寄せられた「お便り」を元に自転車で各地を訪ねる番組です。
心に残っている西都市内の「思い出の風景」「忘れられない風景」「み
んなに伝えたい風景」など、エピソードを添え応募ください。
【応募方法】 ●パソコンから http://www.nhk.or.jp/kokorotabi/
●郵送
〒150-8001 NHK放送センター「こころ旅」係
●ＦＡＸ
０３－３４６５－１３２７
【応募内容】（1）住所 （2）お名前 （3）電話番号 （4）性別
（5）年齢（6）思い出の場所（7）場所にまつわるエピソード
以上を明記の上、上記あて先まで応募ください。
【応募の締め切り】 １１月２２日（木）必着
【宮崎県の放送予定】 平成２５年１月７日（月）～１月１３日（日）
（月～金）７：４５～ ８：００ （土・日）１１：００～１１：５９
【その他】番組・応募についてご不明な点がございましたら
NHKふれあいセンター（ナビダイヤル・０５７０－０６６－０６６）まで
※ナビダイヤルがご利用できない場合は（０５０－３７８６－５０００）
（文書取扱：総務課広報係 ４３－１１１２）

基地に関する意見及び要望を伺って基地の運営に反映させることを目的
として、平成２５年度新田原基地モニターを募集します。
【委嘱期間】平成２５年４月から平成２６年３月まで
【募集人員】１０名
【活動内容】○平日における新田原基地研修（年５回程度）
○体験搭乗及び航空祭等の基地行事への参加など
【応募資格】宮崎市、西都市、新富町、高鍋町、木城町、川南町、都農町
及び西米良村に在住し、防衛省及び航空自衛隊に関心のある
２０歳以上の方（議会議員、公務員、過去に基地モニター委
嘱を受けた者、自衛隊関係者を除く。）
【応募方法】「①基地モニター希望の理由②郵便番号・住所③氏名(ふりが
な)④性別⑤生年月日・年齢⑥職業⑦電話番号」を任意の用紙
に記入して、１２月末日までに送付先へ郵送してください。
【送 付 先】〒889-1492 児湯郡新富町大字新田19581
航空自衛隊新田原基地広報班 宛
【そ の 他】委嘱の通知は３月中旬頃までに行う予定です。
【問合せ先】新田原基地渉外室広報班 0983-35-1121（内線5293）
（文書取扱：総務課）

行政相談
行政相談所をご存知
をご存知ですか
存知ですか
～１０月
１０月１５日
１５日（月）から２１
から２１日
２１日（日）は「行政相談週間」
行政相談週間」です～
です～
国などの役所の仕事について、①苦情や困っていることがある、②相談
してみたが説明に納得がいかない、③制度や仕組みが分からない、④どこ
に相談したらよいか分からないなどの困りごとがありましたら、行政相談
委員にご相談ください。相談は無料で、秘密は固く守られますので、お気
軽にご相談ください。
○巡回行政相談所
日時：１０月１８日（木）１０：００～１２：００
場所：西都市三納地区館２階集会室
○定例行政相談所
日時：毎月第２木曜日
１０：００～１２：００
場所：西都市役所南庁舎２階 小会議室
○行政相談委員
壹岐 康宏さん
康宏さん 酒井ミツ
酒井ミツ子
ミツ子さん
○お問い合わせ
生活環境課市民生活係 ４３－３４８５
※なお、行政相談は、総務省宮崎行政評価事務所でも受け付けています。
全国どこからでも同じ電話番号でかけられる行政苦情110番：0570-09011
0（お困りならマルマル苦情110番）をご利用ください。
（文書取扱：生活環境課）

みんなでつくろう安心
みんなでつくろう安心の
安心の西都
平成２４年１０月発行

法務局・
法務局・人権擁護委員による
人権擁護委員による
『人権・なやみごと
人権・なやみごと相談所
・なやみごと相談所』
相談所』を開設します
開設します
家庭内の問題(夫婦・親子、結婚・離婚、相続など)や、隣近所とのも
めごと、いじめ、体罰などの問題に関するご相談をお受けします。
相談は無料で秘密厳守になっておりますので、お気軽においでくださ
い。
☆日 時
１０月１６日（火） 午前１０時から午後３時まで
☆場 所
市役所南庁舎１階（西都保健所跡）
☆相談員
・人 権 擁 護 委 員 池 田 カ ズ ヨ 委員
・人 権 擁 護 委 員 黒 木 い く 代 委員
※この他、宮崎地方法務局人権擁護課（０９８５－２２－５１２４）
でも、平日午前
平日午前８
平日午前８時３０分
３０分から午後
から午後５
午後５時１５分
１５分まで随時相談をお受
まで
けしております。
（文書取扱：市民協働推進課）

地域安全ニュース
地域安全ニュース

≪ 全国地域安全運動 ≫
実施期間： 10月11日（木）から10月20日（土）
[宮崎県の運動重点]
○自転車盗、万引き防止 ○子どもと女性、高齢者の犯罪被害防止
[西都警察署の運動重点]
○高齢者による万引き対策
この運動は、警察や各団体、地域住民が一体となって地域安全活動を
実施し、「自分たちの街は自分たちで守る」という意識と取り組みを
広く推進することを目的としております。皆様も安全で安心なまちづ
くりにご協力をお願いいたします。

Information

西都地区地域安全協会 ４３－３４８５(生活環境課内)
西都警察署
４３－０１１０

●身近な
身近な地域の
地域の安全を
安全を脅かすさまざまな犯罪
かすさまざまな犯罪
犯罪が多発する中で、私たちのだれもが、犯罪の被害者に遭う危険も
高まっています。なかでも、被害者となりやすいのは、女性や子ども、
高齢者です。特に高齢者では「詐欺」の被害者となる割合が高くなって
います。また、一番安心して暮らせるはずのわが家の安全を脅かす「住
宅侵入犯罪」も、依然として発生しています。
◆二重
二重ロックと
二重ロックと防犯登録
ロックと防犯登録で
防犯登録で自転車盗難を
自転車盗難を防止
「ひと
ひと安心
ひと安心 盗難防止の
盗難防止の ツーロック！
ツーロック！」
◆声
声かけ事案
かけ事案など
事案など子
など子どもに対
どもに対する犯罪被害防止
する犯罪被害防止
（文書取扱：生活環境課）
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相談／その他

Information

西都市地域子育て
西都市地域子育て支援センターつばさ
支援センターつばさ館
センターつばさ館
平成２４
平成２４年
２４年１０月号
１０月号
☆子育て支援センターは、主に家庭で子育てをしているお母様方とお子さ
んが集まり、情報交換したり、お子さんと一緒にみんなで遊べる交流の
場です！！（利用料は無料です）
< １０月
１０月の行事予定 >
１日（月）～３日（水）運動遊びを楽しもう！
４日（木）誕生会（10月生まれのお友達）
５日（金）リトミック
10・24日（水）にこにこ広場（パオ）AM10：30～11：30
12日（金）給食試食会
（１食280円）
※予約制
15日（月）～19日（金）秋の製作
※随時
18日（木）アタッチメントベビーマッサージ
（参加費500円・オイル代込み） ※予約制
22日（月）おはなしの国
25日（木）給食試食会
（１食280円）
※予約制
26日（金）なかよしランド
※予約制
28日（日）つばさ館まつり
※詳細は後日お知らせします！
30日（火）親子クッキング
※予約制
◆支援センターつばさ館概要（駐車場は横にあります）
【住
所】 西都市白馬町３番地（こどもの家保育園敷地内）
【連 絡 先】 ＴＥＬ：４３－１０４９ ＦＡＸ：４３－１０７９
【利 用 時 間】 月曜～金曜 9:00～15:00 土曜 9:00～12:00
【子育て相談】 電話・来園・訪問でのご相談をお受けします。（随時）
【一 時 保 育】 料金・時間は１時間単位でのお預かりになります。
詳しいお問い合わせはお電話下さい。
【育児情報誌】 毎月1回 活動内容の情報発信（つばさ館新聞）
【育児講座】
年数回開催
（文書取扱：福祉事務所）
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その他

西都市児童館 ＜電話・
電話・Ｆａｘ ４３－
４３－６１１７＞
６１１７＞
☆ 土曜食育教室 ☆ みそ作りにチャレンジ！！
手作りお味噌で冬には暖かいお味噌汁を飲みましょう。
【日時】１０月６日（土）１０：００～１２：００
２０日（土）１３：００～１５：００
小学生対象（但し１．２年生は保護者同伴）事前申込必要
【集合場所】JA西都 味噌加工場（旧Ａコープ裏）【定員】１０名
【参加費】５００円【持って来る物】バンダナ・エプロン

☆ＬＥＤランプステンド作り☆
LEDランプを使って自分だけのランプステンド！！
【日時】１０月２７日（土）１０：３０～１２：００
小学生対象
【定員】１０名【参加費】２００円【申込締切】１０月２０日（土）
☆お兄さんと遊ぼう☆ 大学生のお兄さん達と遊ぼう！
【日時】１０月１３日（土）１３：３０～１５：００
小学生対象
【定員】 １５名
参加費無料 【申込締切】１０月１２日（金）
☆１０月
１０月の行事☆
行事☆ （変更になる場合があります）
２日(火)このはなキッズ例会
６日(土)土曜食育教室みそ作り
１２日(金)和太鼓教室
１３日(土)お兄さんと遊ぼう！！
１８日(木)しなやか体操
１９日(金)子育てママの食育サポート講座 ２０日(土)みそ作り
２３日(火)子育て相談(西都市保育会) ２５日(木)親子で遊ぼう！！
２６日(金)和太鼓教室
２７日(土)LEDランプステンド作り！！
※毎週水曜日・・・読み聞かせ(お話の部屋)・宅習クラブ
（文書取扱：福祉事務所）

